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製造業を中心とした多くの企業において、企業活動のグローバル化に合わせ、攻
めの経営を行えるビジネスプロセスの最適化が求められている。しかし日本経済の
停滞により、企業経営者は業務改革および情報システムの投資判断に苦慮されてい
る。このような状況の中、情報システム部門には適正な投資判断を行うための情報
システム投資計画の策定が求められている。情報システム投資計画を策定する上で
多くの経営者が期待・要望されている点は、会社として取り組むべき課題を明確に
すること、他社事例を踏まえたあるべき姿を明確にすること、投資の優先順位を明
確にすることである。
本稿では、自動車部品メーカーのお客様における情報システム投資計画策定事例
を取り上げ、お客様が本来取り組むべき課題やあるべき姿をどのように明確にした
か、情報システム投資計画策定を進める上でのポイントについて紹介する。
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攻めの業務改革へつなぐ！̶潜在的な経営課題表出に基づく情報システム投資計画の策定̶

ま　え　が　き

長引く日本経済の停滞、それに伴う企業業績の
低迷により、多くの企業が業務改革や情報システ
ムへの投資を抑制している。
一方で、企業活動のグローバル化の進展を背景
に、グローバル化に合わせたビジネスプロセスの
最適化が求められており、経営者は投資判断に苦
慮されている。
富士通総研（FRI）では、お客様の事業環境を分
析後、経営課題を抽出、それに対する解決策を検
討し、情報システム投資計画としてまとめる支援
を行っている。
本稿では、情報システム投資計画の策定方法と
推進上の留意点、自動車部品メーカーのA社様での
取り組み事例とそこでポイントとなった点につい
て紹介する。
なお、本稿では自動車部品メーカーのお客様事
例に基づいて紹介しているが、ここで紹介する手
法は、製造業および流通業全般に活用できる手法
である。

情報システム投資計画の策定方法

FRIが進める情報システム投資計画の策定方法に
ついて、概要を紹介する。情報システム投資計画
策定は、次の4つのフェーズで実施する（図-1）。

①外部・内部環境分析
•		事業環境・業界特性などの外部環境を分析すると
ともに、経営戦略や、他社と比較した財務状況等
の内部環境を分析する。
•		外部・内部環境分析結果から導き出される課題仮
説を設定する。
②課題抽出・整理
•		ベンチマーク業務診断等を活用し、経営・業務・
システム面の課題を抽出する。
•		経営目標を確認し、課題解決の目的と目標を整理
する。
③解決施策検討
•		経営・業務・システム面の課題に対する解決施策
を検討し、目標と施策の関係を体系的に整理する。
•		改革テーマを明確にするとともに、あるべき姿の
検討を行う。
④実行ロードマップ策定
•		対象とするスコープを設定し、改革テーマごとの
投資対効果を算出する。
•		投資対効果に基づき、優先度に応じたスケジュー
ルと推進体制案を作成し実行ロードマップとし
てまとめる。
情報システム投資計画を策定する上で、留意点
が3つある。この3点は、多くのお客様経営層が期待・
要望されている点でもある。
①会社として取り組むべき課題を明確にすること
②他社の取り組み事例などを踏まえた、施策やあ

図-1	情報システム投資計画策定の進め方
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るべき姿を明確にすること
③優先順位を明確にした実行ロードマップを作成

すること
FRIではベンチマーク業務診断や、これまでのプ

ロジェクト実績に基づくリファレンスモデルを活
用することで、上記3点の実現に貢献することがで
きる。

以降、A社様の取り組み背景を紹介後、この留意
点に対するA社様での取り組み内容について紹介 
する。

A社様の取り組みの背景

自動車部品メーカーのA社様では、「10年後のビ
ジョン」と、その達成に向けた「中期経営計画」の
策定に取り組まれていた。それを受け情報システ
ム部門は、中期経営計画における情報システム投
資計画の策定を求められ、情報システム部門とし
て対処すべき課題の整理に取り組まれていた。

そのような状況の中、A社様情報システム部長は、
情報システムの見直しだけではなく、業務の見直
しも含めた仕組みづくりが必要と認識されており、
業務に踏み込んだ課題の整理を実施したいと考え
ていた。まずは現状の業務・システム分析から着
手されていたが、その中で、「会社として対処すべ
き課題は何なのか、何から手を付ければ良いのか」
という点について悩んでおられた。具体的には、
現場部門が言っている（認識している）ことが本当
に会社として取り組むべき課題なのか、他社と比
較して自社の弱いところは何なのか、という点で
ある。

このような状況の中、富士通・FRIがSAP社（注）

と協業して提唱する「ベンチマーク業務診断」に関
心を寄せていただき、会社として取り組むべき課
題の抽出・整理をご支援させていただくこととなっ
た。ベンチマーク業務診断で、定量指標や業務成
熟度について同業他社と比較した現状のポジショ
ンを把握できる点に関心を寄せていただいた。

その後、課題解決施策の検討、実行ロードマッ
プの策定についてもご支援させていただいており、
その点も踏まえて紹介する。

A社様での取り組み内容

前述した情報システム投資計画策定の3つの留意
点に対する、A社様での取り組み内容について紹介
する。

（1）会社として取り組むべき課題の仮定
①ベンチマーク業務診断による他社と比較した課

題の抽出
A社様では、会計、人事、調達、生産管理、営業

活動管理の5つの業務領域においてベンチマーク業
務診断を実施し、同業他社と比較した課題をそれ
ぞれの領域で同じレベル感で抽出した。課題抽出
は2つの側面から行った。

一 つ が、 定 量 指 標（KPI：Key Performance 
Indicator）に基づく課題抽出である。業務コスト、
決算処理日数、納期遵守率、在庫日数、材料コス
トダウン率などの定量指標について、同業他社の
総合平均と上位25%平均の2つのデータと比較し、
A社様の取り組むべき指標を課題として抽出した

（図-2）。
二つ目が、業務成熟度に関する定性的な質問に

基づく課題抽出である。こちらも同業他社の総合
平均と上位25%平均の2つのデータと比較し、A社
様の取り組むべき項目を定性的な課題として抽出
した（図-3）。生産業務領域を例にあげると、「生産
オーダーや生産スケジュールと、顧客オーダーの
紐付けが行われているか」といった質問項目があ
り、どの程度紐付けができているかを5段階評価で
他社と比較を行った。それにより、「生産オーダー
と顧客オーダーの紐付け」が同業他社より劣ってお
り、課題として抽出した。

図-2 KPI達成度のサンプル
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本取り組みでは、どの業務領域に課題があるか
を俯瞰的に把握することに重点を置いた。まずは、
他社と比較したA社様の状況（ポジション）を分析
し、その上で各業務領域を同じレベル感で分析し、
どこの業務領域に課題があるかを絞り込んでいっ
た。さらに、経営層に訴求するために、分かり易
くかつポイントを整理したサマリ報告資料を作成
した。それにより、全体を俯瞰し、A社様で取り組
むべき課題を明確にすることができ、経営層にも
納得いただくことができたと考える。
②部門方針、インタビューによる課題の掘り下げ

ベンチマーク業務診断を活用し他社と比較した
課題を抽出後、各部門方針の確認と部門キーパー
ソンへのインタビューにより、仮定した課題をお
客様の視点で裏付け、分析した。ここでのポイン
トは2つある。一つは、課題のモレを防ぐこと。お
客様特性によるお客様ならではの課題は必ず存在
する。他社比較だけでは押さえきれない点を部門
方針確認とインタビューを実施することで補う。
二つ目は、他社比較による課題の掘り下げである。
ベンチマーク業務診断で抽出された課題の原因を
分析し、課題解決の糸口を探っていった。

（2）他社事例を踏まえた、解決施策・あるべき姿の
明確化

①リファレンスモデルを活用した施策とあるべき
姿の検討

FRIでは、これまでの業務改革・情報化構想立案
プロジェクト事例から多くの企業が取り組んでい
る課題、それに対する業務・システム施策をリファ
レンスモデルとして体系的に整備している。それ
を基に、ベンチマーク業務診断と現場部門インタ
ビューで抽出した課題に対し、他社での取り組み
事例からお客様の状況に即した施策とあるべき姿
を提言させていただいた（図-4）。

その際、詳細な業務内容まで把握するべき点につ
いては、現場部門に個別にインタビューを行い、現
状を正確に把握した。それにより、現場部門を交え
た全社的な検討に向け、情報システム部門として「こ
のような業務・システムの仕組みにしたい」という
案を作成した。
②経営目標と業務・システム施策の体系化

検討した業務施策、システム施策が、経営目標
にどのように貢献するかを明確にするために、目
標と施策の体系化を行った。情報システム部門と
FRIで目標施策体系の仮説設定を行い、情報システ
ム部門が考えているシステム施策が現場部門の考
えている施策にどのように貢献するのか、さらに
は経営課題・経営目標にどのように結びついてい
るのか、その関係を明確にすることに主眼を置い
て体系化を進めた。

ここで留意した点は、業務施策と情報システム
施策を分けて整理することである。それにより、

図-3 業務成熟度のサンプル
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ンスシステムと、ERPが、業務プロセスに統合・連携されている
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生産計画と連動している

重要性

成熟度
（総合平均）

成熟度（御社）

成熟度
（上位 25％平均）

3.8

1.7
2.6 4.2

5

2

4

2
2.8 4.4

5

1
2.1 3.7

1

0
2.1 3.7

3.2 4.8

0 1 2 3 4 5

平均

BP-07

BP-08

BP-09

BP-10

2012コンサル集_12.indd   47 2011/10/27   14:05:06



FRIコンサルティング最前線. Vol.4, （2012）48

特集：みんな、つながる

業務で改善すべき点と情報システムとして改善す
べき点を明確にした。

（3）優先順位を明確にした実行ロードマップの作成
①重要度と緊急度による優先度評価

次に、重要度と緊急度の2つの観点に基づいて、
重点施策ごとの優先度評価を行った。

重要度は、経営戦略との合致性、想定される定
性的な効果（可視化の推進、特定業務の効率化など）
を分析しAAA ～ Aの3つのランクを設定した。

緊急度は、法規制への対応の必要性、顧客から
の要求などについて、実施しない場合にどの程度
リスクを抱えているかを分析し、こちらもAAA ～
Aの3つのランクを設定した。

ランク設定にあたっては、これまでの外部・内
部環境分析の結果を活用して、評価を行った。外
部環境の変化に対し何をすべきなのか、会社がど
のような方向に進もうとしているのか、それに対
し現状どのような課題があるのかなど、環境分析
やベンチマーク業務診断の結果を踏まえてランク
を設定していった。

重要度と緊急度の2つの軸でポートフォリオを作
成し、重点施策ごとに優先度（高、中、低）の評価
を設定した。ここで設定した優先度に基づいて、
実行ロードマップを作成していった。
②現状値に基づく投資対効果算出

優先度評価に基づいて作成した実行ロードマップ
に対し、投資対効果の観点で再度見直しを行った。

投資対効果の算出にあたっては、ベンチマーク
業務診断で把握した現状値を活用した。ベンチマー
ク業務診断を行った際に、業務コストや決算処理
日数、在庫保有日数などの定量データを把握して
おり、同業他社と比較した自社のポジションも把
握できていた。そのため、他社がどれくらいでき
ていて、それに対して自社が現状どの程度できて
いるのかというギャップを把握できていたため、 
A社様の現状値と、他社と比較したポジションに基
づいて、より現実的な投資対効果を定量的に算出
していった。

A社様事例でのポイント

A社様における情報システム投資計画策定におい
てポイントとなったのは、以下の3点である。
①いかにして潜在課題を表出するか

お客様の気づいていない潜在課題を表出させる
ために、ベンチマーク業務診断は極めて有益であっ
た。自分たちでは問題とは思っていないところに
も他社と比較してみると問題がある場合や、それ
とは逆に自分たちはできていないと思っていたと
ころが他社と比較してみるとそれほど悪くない場

図-4 あるべき姿のサンプル
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攻めの業務改革へつなぐ！̶潜在的な経営課題表出に基づく情報システム投資計画の策定̶

合がある。お客様が気づいている課題を整理した
だけでは、会社として取り組むべき課題を明確に
したとは言えない。

A社様においては、ベンチマーク業務診断とリ
ファレンスモデルを活用することで、潜在課題を
表出できた。お客様からも「会計、人事部門の業務
コスト、成熟度が他社と比較してこれほど悪いと
は…」、「製造部門のKPI達成度が他社と比較してこ
れほど良いとは驚いた」というようなコメントをい
ただいた。
②いかにして経営効果を常に意識し、施策と結び

つけるか
企画を上申し承認を得るために、常に経営にど

のように貢献できるかを意識することが重要であ
る。業務改革は資金、人的リソースの両面において、
大掛かり且つ相応の投資となるケースが多い。そ
のため、投資に見合う経営効果を生み出すことが
求められる。

A社様においては、目標と施策の体系化、投資
対効果の算出の2つの局面において、経営にどのよ
うに貢献できるかを明確にした。目標と施策の体
系化では、経営目標や目標達成に必要な課題に対
して、業務・システム施策がどのように貢献する
かを体系的に明確化した。投資対効果の算出では、
業務コストや在庫コストなどのコスト効果と、経
営情報の可視化や納期遵守率などの顧客対応力強
化といった定性効果の2つの側面から経営効果への
インパクトを明確にしていった。
③いかにして現場部門を巻き込むか

A社様では、情報システム部門が主体となって企
画づくりを推進していったが、本取り組みを成功
に導くためには現場部門の協力が欠かせない。

特に重要になるのが課題抽出のフェーズである。
課題抽出にあたってベンチマーク業務診断の活用
が有効となるが、現状数値や業務成熟度について
現場部門のキーパーソンに答えていただくことが
重要であり、それにより現場の生の意見を把握す
ることができる。また、ベンチマーク業務診断で
抽出した課題に対して、お客様ならではの課題を
補完し、原因を掘り下げて分析するためにも現場
部門の協力が必要となる。

ベンチマーク業務診断は、現場部門と情報シス
テム部門の課題認識の違いを表出できるとともに、

課題の意識合わせを行うコミュニケーションツー
ルとしても有効である。

A社様の情報システム部門においては、現場部門
との良好な関係を築いていたため、現場部門のキー
パーソンに協力いただくことで、網羅性を確保し
た課題抽出が可能となった。

お客様が得た成果

本取り組みでお客様が得られた成果について、
整理しておく。
•  潜在課題の表出

 ベンチマーク業務診断などの分析により、自分た
ちでは意識していない潜在的な課題を表出するこ
とができ、課題を網羅的にカバーできたこと

•  経営層への訴求
 他社比較による客観的なデータと、他社事例に
基づく考察により、次期中期経営計画に盛り込
むべき重点課題を経営層に訴求できたこと

•  攻めの業務改革へのつなぎ
 あるべき姿や優先順位を明確にした実行ロード
マップを作成できたことにより、攻めの業務改
革へ向け経営層・現場部門との関係を構築でき
たこと

む　　す　　び

　本稿では、「攻めの業務改革」へつなぐための、
情報システム投資計画の策定方法と推進上の留意
点、自動車部品メーカーのA社様での取り組み事例
とそこでポイントとなった点について紹介した。

推進上の留意点として、会社として取り組むべ
き課題の明確化、他社事例を踏まえた施策とある
べき姿の明確化、優先順位を明確にした実行ロー
ドマップの作成をあげ、それに対するA社様での取
り組み内容について紹介した。

A社様の取り組みを通じてポイントとなった点
は、①潜在課題を表出すること、②経営効果を常に
意識すること、③現場部門を巻き込むことである。

今回紹介した情報システム投資計画の策定手法
については、次のようなお客様に活用いただける
と考えている。
•  中期経営計画および情報システム投資計画を策
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特集：みんな、つながる

定し、上申を検討されている企画部門の方
•  現在考えている情報システム企画内容を会社トッ

プに打診するために、内容検証と投資対効果の明
確化を検討されている情報システム部門の方

•  業務改革を推進するために、業務・システムの見
直しを検討されている企画・業務部門の方
FRIとしては、本稿で紹介した手法の活用範囲を

拡大することで、お客様の業績が少しでも上向く
ための「攻めの業務改革」へつなぐ一助となれれば
と考えている。

最後に、A社様の情報システム部門の皆様には、
通常の業務を抱えながらも主体的に検討にご参画

いただくとともに、現場部門へのアンケートおよ
びインタビューに多大なるご尽力をいただいた。
ここに、改革へ向けた積極的な取り組み姿勢に感
謝を申し上げる。
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